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＜本年度会長テーマ＞ 『 音を拡げ、調和と友愛 』

広島安佐ロータリークラブ

2018年7月5日(木）第894回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢会長・理事役員就任挨拶｣いよいよ新年度が始まりました。初めての会

長時間です。

ロータリークラブについて、いつも手続き要

覧等で確認していますが、本日はクラブ外から

見たロータリーについてウキペディアで調べて

みましたのでその内容を話させて頂きます。

ロータリークラブは国際的な社会奉仕連合団

体「国際ロータリー」のメンバーである単位ク

ラブである。その構成員をロータリアンとい

う。最初のクラブが例会場をを輪番制にして行

っていたことからロータリーと命名したそうで

す。

ロータリーの理念とは、人道的な奉仕を行

い、すべての職業に於いて高度の道徳的水準を

守る事を奨励し、世界に於いては、親善と平和

の確立に寄与することを指向した、事業並びに

専門職務に携わる指導者が世界的に連携した団

体である。となっていました。

著名人では松下幸之助・伊藤忠兵衛・阪急電

鉄の小林一三・瀬戸内寂聴・司葉子、海外では

ウインストンチャーチル・マーガレットサッチ

ャー・トーマスエジソン・ＪＦケネディ・カー

ネルサンダース等が載っていました。

このウキペディアでの検索は初めて行いまし

たが、このページから国際ロータリーのロータ

リーの友へジャンプ出来、便利です。

そこにはロータリーの目的が記載され、

第一 知り合いを広める事によって奉仕の機会

とする事。

第二 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事は全て価値あるものと認識し、社会に奉仕す

る機会としてロータリアン各自の職業を高潔な

ものとする事。

第三 ロータリアン一人一人が、個人として、

また事業及び社会生活に追いて日々、奉仕の理

念を実践する事。

第四 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的な

ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進する事。となっています。

そして流石ロータリーの友には、4つのテスト

についてテストであるからにはこれに照らし、

実際に行動する事を記載されていました。

新年度に当たり、今一度ロータリアンとして

基本的な事を振り返り、皆様と一年間を歩みた

いと思います。どうぞ宜しくお願いを致しま

す。

七月に入り石丸会長年度の第一回例会。嬉し

いことに再入会式がまず行われました。健康面

のことや家庭の事情等で8カ月退会されていた長

神さんがカムバックされました。長神さんは

「He is ROTARY」ともいえるロータリー活動

に熱心な方で、会長経験者でもあります。今後

あらゆる面で活躍されることでしょう。

石丸会長に対しては各会員から激励のコメン

トとともに「ニコニコ」が寄せられました。

会長時間では石丸会長初々しく「ロータリー

とは…」をウイキペディアから引いて、話して

くれました。会員の年数を経ると忘れがちにな

る「ロータリー」を思い起こさせる、原点に還

るいい機会でした理事・役員が順次抱負とそれ

ぞれの計画を述べました。

会員増強の岡本理事は「長神さんの入会で取

り敢えず、目標の一名増をまずは実現できた」

とニコニコ顔。

直前会長の八條会員は「7月1日を迎えると共

にスーと肩の荷が下りました」、とこちらもニ

コニコ顔。

しかし、安佐クラブにとって今年度は20周年

という節目の年、来年3月には大規模な記念例会

を予定しています。

少ない人数のクラブですが、ロータリーらし

い素晴らしい記念例会にするべく全員参加でこ

れから準備に取り掛かります。

創立20周年



会長
石丸 博昭会員

本年度、会長職を預かりました石丸でござい

ます。会長方針を策定させて頂いた通り、皆様

のお力をハーモニーとして音を拡げ友愛と協調

を推進したいと思います。

特に今年度は創立20周年を迎える年度でもあ

り、皆様にご相談とご指導を頂きながら、楽し

い年度に出来ればと思っています。場合によっ

ては会員の皆様を訪問させて頂くこともあるか

と思います。

皆様方に於かれましても多忙な中とは存じま

すが、どうぞ寛容の精神を以て、ご協力をお願

い致します。

一年間宜しくお願いを申し上げます。

皆さんこんにちは、笑顔でここに立っていま

す。7月1日の朝は爽やかに起きる事ができまし

た。二回目の会長で、何となくダラダラしたと

ころがございましたところを反省しておりま

す。

特に石丸さん、西丸さんにはお世話になり、

また皆さん方に大変お世話になり、一年を過ご

す事が出来ました。本当にありがとうござまし

た。

今年度は20周年ですが、石丸新会長には思う

存分活動していただきたいと思います。昨年も

欠席がちではございましたが、今年も秋から少

し欠席する事があるかと思いますが、来春の改

選がございますので、ご理解の程、よろしくお

願いいたします。当然ではございますが、私も

出来るだけの活動をさせていただきます。充実

した一年になるよう期待いたしまして挨拶とさ

せていただきます。

直前会長
八條 範彦会員

会員増強理事
岡本 忠文会員

今年度、会員増強委員長、プログラム委員

長、インターアクト委員長の任を拝命頂きまし

た、岡本でございます。

今年度RIのテーマ「インスピレーションにな

ろう」そして、ガバナー信条は「輝こうロータ

リー ふたたび！」「仲間を増やそう、すべて

はそこから始まる」とロータリーへの想い・情

熱が実行、行動に繋がり「会員増強」に力を注

いでいく主旨が記されております。そして本年

度会長方針「音を拡げ、調和と友愛」と今年度

20周年に向けたステップワークをコンセプトポ

リシーとされています。

先ず、当クラブ創設以来の課題である「会員

増強」ですが、この７月より長神会員が復帰さ

れ、現会員数22名となりました。特に今年度の

吉原ガバナー補佐は「クラブサポートと強化」

の中で、会員増強策をプライオリティNO1に掲

げられその実践を強調されています。

今年度は会員１名増とういとても幸先の良いス

タートを切る事ができました。今年度は純増２

名が達成できればと考えております。このスタ

ートに続くべく、それぞれが今年こそ「想いと

情熱」を持って最低１名のゲスト出席（クラブ

勧誘）をして頂ける会員候補を探して頂ければ

幸です。本クラブの奉仕活動を知って頂き、ク

ラブイメージの共有可を行うことは「公共イメ

ージと認知度の向上」という広報活動にも合致

し、新しい会員の発掘出来る良い機会となれば

と思います。

また、インターアクトクラブは、ロータリー

クラブには、「Service above self」「One

profits most who serves best」この二つの大

切な基本理念がありますが、今年は、特に新世

代を担うインターアクトメンバーがServiceと

いうアクションを実践し、他のインターアクト

クラブとの交流、共催等を主軸に活動を推進し

て参ります。私どもの様な小さなクラブが、彼

らと一緒に活動を共有化していくことでより大

きなアクションプログラムが築けるものと固く

信じサステナビリティステージを目指して参り

ます。



最後に、卓話プログラムですが、皆様ご案内

の様に、「卓話は例会の花」と位置づけられて

おります。従いまして、今年度は「様々なジャ

ンルの方々」にお越し頂き、私共に何かの「気

付き」を与えて頂きたいと考えております。そ

の為にも「クロスカルチャー」出来るゲストを

多く紹介していきたいと考えておりますので、

プログラム委員の方々のご協力切に願います。

今現時点では10月迄のゲストは取り敢えず、お

越し頂けると確認が取れておりますのでご期待

下さい。

さて以上の様な“Service”は“Vocational

service”（天職による社会へのお役立ち）に

よって成り立つと現在では解釈されているコン

セプトを「職業奉仕」と考えれば本年度の

「ROTARY：BE THE INSPIRATION」とするRI会長

方針に少しでも近づくことができる事業推進の

原点になると思います。

以上の基本的な考え方の下、微力ではござい

ますが本年度三つの委員長としての役割を果た

せることができれば幸いです。

奉仕理事
谷 勝美会員

本年度、石丸会長のクラブ運営方針は「音を

拡げ、調和と友愛」に基づき、常にクラブ奉

仕、職業奉仕の基本に立ち返り、諸事業に取り

組みたいということで、各奉仕委員会の方針に

も概ね前年度を踏襲ということで、立派な各委

員長の下、ロータリーの理念に従って、より発

展的且つ充実した奉仕活動が展開できるように

考えています。会員各位のご理解とご協力をお

願いします。

財団理事
佐藤 恭子会員

ロータリー財団の標語は「世界でよいことを

しよう」です。

ポリオのない世界は目の前です。広島安佐ロ

ータリークラブは、ポリオプラス基金１人35ド

ル以上、年次基金１人150ドル以上、恒久基金ベ

ネファクター１人以上を順調にクリアしていま

す。

今年は安佐RC創立20周年です。会員の力で何か

「よいことができれば」と願っています。

S.A.A.理事
奥芝 隆会員

何回目かのS.A.A.を担当させて頂きます。

石丸会長方針「音を拡げ、調和と友愛」を大

切に、会場の雰囲気を盛り上げながら、今年も

年５回の会員記念月出宝のご負担をお掛け致し

ますが、出来ればそれ以外に「ニコニコ」の個

人出宝もお願いしたいと思っております。以前

は合計80万円以上のご出宝を頂いていたのです

が、昨今しだいに減っております。奉仕活動の

為にも、私も積極的に喜びを見つけ、出宝いた

します。

どうかご協力の程よろしくお願いします。

幹事
山本 拓治会員

副幹事
中村 富子会員

副幹事
大串 修二会員



本日のプログラム

7月5日(木) 第 894 回

石丸 博昭会長
山本 拓治幹事
八條 範彦直前会長
岡本 忠文会員増強理事
三宅 恭次広報・会報理事
谷 勝美奉仕理事
佐藤 恭子財団理事
中村 富子副幹事
大串 修二副幹事
奥芝 隆S.A.A.理事

会長･理事役員就任挨拶

長神 憲一会員が再入会されました

幹事報告

１.BOX配布物

・最終号のガバナー月信と7月号のガバナー月

信、ロータリーの友、2017-18年度地区大会

特集号を配布しております。ご一読下さい。

・2018-19年度の会員証を配布しております。

お手数ですが、前年度の会員証を廃棄してい

ただきますようお願い致します。

２.例会変更

・広島安芸ＲＣ 「創立27周年記念夜間例会」

と き：7月10日(火)18：30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島3階「天平

の間」

・広島西ＲＣ「夜間例会並びに会員懇親会」

※同日変更

と き：2018年7月19日（木）18:00～

ところ:うを久

・広島中央ＲＣ「夜間例会並びに花火家族会」

※7月23日(月)⇒7月28日(土)

と き：2018年7月28日(土)18:30～

ところ：グランドプリンスホテル広島

３.休会

・7月27日(金)広島城南RC

・7月23日(月)・8月6日(月)・8月13日(月)

広島廿日市RC

４.お願い

・本日「会長・理事役員就任挨拶」をする方

は、原稿を提出していただきますよう、お願

い致します。

・「夏の家族会」についてのご回答期限が一週

間ほどしかございません。皆様のご協力の

程、よろしくお願い致します。

ニコニコ箱

￥47,000 累計￥47,000
会員記念日（7月）
☆誕生日おめでとうございます。

・浮田 収会員（S30.07.03）

この歳になると、もうめでたくないです。

長神さん、おかえりなさい！

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（かずえ：13日）

☆創業日おめでとうございます。

・中村 富子会員（H11.07.02）

1999年7月1日のノストラダムスの地球滅亡

の翌日に創立しました。気が付けば、滅亡

することも無くなんと20年になりました。

これからもがんばります。

・浮田 収会員（S33.07.01）

満60歳を迎えました。先日はご用命ありが

とうございました。

☆入会月おめでとうございます。

・大北 茂人会員（H21.07.02）

・三宅 恭次会員（H21.07.02）

多分、皆勤で今日まで来ていると思います

・西丸 洋平会員（H26.07.03）

・石丸 博昭会員（H25.07.04）

ありがとうございます。先日5年100％のバ

ッチをいただきました。これからもよろし

くお願い致します。

・長神 憲一会員（H30.07.05）

皆様、こんにちは。お久しぶりです。8ヵ

月ぶりに皆様もお顔を拝見いたします。こ

れからもよろしくお願い致します。



出席報告 第892回 6月21日
会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 12名 ご 来 賓 0名

欠 席 9名 ご 来 客 1名

メーキャップ 6名 ゲ ス ト 0名

☆石丸 博昭会員

広島東RC高木様、ようこそ。長神様、おかえ

りなさいませ!!いよいよ新年度の始まりで

す。ロータリーでは、まだまだ若輩者ではご

ざいますが、精一杯させて頂きます。クラブ

メンバー様のご協力ご支援をどうぞ宜しくお

願い申し上げます。今年度は、20周年の年で

もあります。楽しい１年に出来ればと思いま

す。

☆佐藤 恭子会員

石丸丸、船出。山本幹事、大串、中村副幹事

ガンバレー。20周年ですぞ。

長神会員待っておりました。これからもどう

ぞよろしく。

☆谷 勝美会員

いよいよ石丸号の出港です。皆さん、協力し

合ってよい年度にしましょう。

長神さんお帰りなさい。よろしくお願いしま

す。

☆奥芝 隆会員

いよいよ新年度スタートです。石丸会長、山

本幹事、一年間どうかよろしくご指導くださ

い。

長神さん、おかえり。いつ帰ってくるかと。

良かった、良かった。今後はやめると言わな

いように、よろしくお願いします。

☆三宅 恭次会員

私が少し関わっているマリーナホップに全く

新しいタイプのフードコート、マリホフード

ホールが明日オープンします。JTBとのコラ

ボしたフードホールは高級感があると共に新

しい精算システムです。お時間があれば一度

寄ってみてください。

☆長神 憲一会員

皆様こんにちは。新年度石丸会長の初日に帰

ってまいりました。安佐ロータリーは良いで

すね。やっぱりこの空気が一番です。山本幹

事、道垣内エレクト、八條直前会長、岡本会

員増強理事、三宅広報･会報理事、谷奉仕理

事、佐藤財団理事、中村副幹事、大串副幹

事、奥芝SAA理事、山口会計理事、わがまま

な長神ですが宜しくお願い致します。

2018年7月12日(木）第895回

3 階｢安芸の間」

会長時間

新年度最初の会長時間をさせて頂きます。

私の職業分類は不動産業です。本来であれ

ば、ロータリー月間を題材に会長時間を組む予

定でしたが、7月は月間分類がありませんでし

たので、職業を通じ皆様に情報提供できればと

思います。

早速ですが、住宅ローンの平均借入期間はど

の位だと思われますか？昔でいう住宅金融公

庫、今は住宅金融支援機構と言いますが、こち

らの『民間住宅ローンの貸出動向調査』をお伝

えしたいと思います。2016年のデータではあり

ますが、ご想像のように25年以上の平均借入期

間が8割を超えます。

それでは、平均返済年数は何年くらいでしょ

うか？なんと支援機構への平均完済期間は15.0

年です。これにはその他金融機関への借り換え

も含みますので、これを修正すると、17.8年で

の返済完了とのデータがあるようです。

不動産業を通じ、売買に立ち会う事は多いで

すが、実際の返済完了に立ち会う事は売却時の

みで、こんなに早く、しかも平均期間と言う事

に驚いた次第です。

このデータに基づくならば、一生に1度の住

宅購入ではなく、2度目もあるかもしれません

(笑)

意外なデータでしたので皆様のご参考になれ

ばと思います。

会長時間を終わります。

西日本豪災害で犠牲になられた
方々に黙祷を捧げました。
心よりお祈り申し上げます。



｢臨時総会｣

7月3日～8日まで降り続いた雨、特に5日から7

日まではかつて経験したことのないような集中

豪雨で広島県内に大きな傷跡を残しました。

県内の死者・行方不明者は130人。さらにＪＲ

の山陽、呉、芸備などの在来線の不通。呉、三

原、尾道で続く断水など社会的インフラが大き

な打撃を受け、経済活動も停滞を余儀なくされ

ています。

安佐クラブでは例会冒頭に亡くなられた方々

に哀悼の意を表し１分間の黙とうを行いまし

た。

また、幹事より「支援金の拠出」の提案があ

り、全員拍手で了承しました。

4年前の安佐南、北地区の土砂災害では被災さ

れた会員がいましたが、今回はおられませんで

した。

この後、例会は石丸会長を議長に臨時総会が

持たれました。

最初に2017－18年度の事業報告、決算報告が

八條前会長から行われ承認されました。

次いで2018－19年度の事業計画と予算案が会

長より説明をされました。

今年度は安佐クラブ創立20年を迎え、来年3月

には記念例会を催すことになっており、その事

業費なども盛り込んだ予算になっております。

これについても、出席者全員の拍手を持って

承認されました。

いよいよ、石丸会長年度が本格的にスタート

を切り、節目の年の諸事業に取り組んでいくこ

とになります。

本日のプログラム

7月12日(木) 第 895 回

臨時総会

幹事報告

１.BOX配布物

・本日の臨時総会資料としまして、2018-19年

度臨時総会議案書、2017-18年度収支決算報

告書、2018-19年度事業計画書を配布してお

りますので、ご確認ください。

・6月分個人別出席一覧表を配布しておりま

す。

・7月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

２.休会のお知らせ

・7月17日（火）広島安芸ＲＣ

３.お知らせ

・本日郵送致します7月分会費請求書の中に、

今年度の広島安佐RC会員名簿(手帳版)を同封

致しますので、ご確認をお願い致します。

ニコニコ箱

￥1,000 累計￥48,000
☆青木 幹丸会員

幣さんありがとうございます。こんな時に不

謹慎ですが･･･。家内と長女が良い旅行がで

きたと喜んでおりました。フルーツバスケッ

トのお心遣いにも感謝です。

出席報告 第893回 6月28日
会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 2名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名



2018年7月26日(木）第896回

3 階｢安芸の間」

会長時間

今、広島の各地で豪雨災害についてのニュー

スが流れていますが、当クラブのメンバーは直

接被害が無いとの報告を受けています。しか

し、関連業者様や、お客様の中には被災されて

いる方もお有りかと思います。ニュースに流れ

ている被災地情報は一部分で有り、実際にはボ

ランティアの方々も手配できない地域もあるよ

うです。

10日前に当社のお客様が竹原におられご訪問

させて頂きましたが、夜11時過ぎころ上空を飛

行機が通過するような轟音が響いたが、外は豪

雨でその確認はせず翌朝を迎えられ、外に出て

みると道路向こうの家が丸ごと流れていたとの

事。お客様自体の敷地へも土砂の流入がありど

うする事も出来なかったが、建物は無事との事

でした。

更に国道2号線から竹原市内へ進む道路沿い

の川が氾濫し地域の建物床上浸水があった様で

す。

これらの物流災害について道路や線路の復旧

状況についての情報が広島県のホームページに

記載が有りましたのでご紹介したいと思いま

す。

このホームページでも豪雨災害は大きく取り

扱われ、通行可能な道路状況も記載され、見や

すくなっていますので参考にしてください。ま

た、不動産協会でも仲介料を無料にするなどの

活動もしていますし、県営住宅の入居斡旋も行

っています。

まだまだ報道されていない被災地区もあると

思います。今から台風の時期も近づいています

ので二次的災害にも注意が必要です。

尚、災害復旧のための重機やダンプの手配に

ついて協力業者へ確認をさせて頂いた処、会社

の休日には全て災害復旧に廻し、休み返上でボ

ランティア活動に利用されているとの事でし

た。本当に頭が下がる思いです。

未だ消息不明者もありますが、自然災害の被

害は報道されている被害よりも甚大と思いま

す。

災害の状況について少しでも皆様のお役に立

てればと思い報告させて頂きました。会長時間

を終わります。

「新入会員卓話」
長神 憲一 会員

皆様、こんにちは。お久しぶりです。本当に

戻って参りました。

思いおこせば、昨年10月末に安佐RCを退会致

しまして、８ヶ月も経っていました。その間、

お酒も飲まず、カフェインも取らないようにし

て体調を整えて、少しばかり自分の為の時間を

持つ期間を取ることが出来ました。これも人生

の中の旅における一つの道草かと思います。

昨年は７月から高山博子先生の所で60の手習

いで絵を習いに行きました。全くこれはと思う

程上達はしませんでしたが、色々と描き方の手

法を教えていただき、久しぶりに楽しくキャン

バスに向かうことが出来ました。まるで、50年

前の学生時代に戻った気がいたしました。

体調の方は、数値が良くなり、薬も少なくな

りました。薬の副作用もなくなりまして、随分

楽に仕事が出来るようになりましたが、ご多聞

に洩れず、肩や首、腰に膝と痛みが出来まし

て、身体の方はポンコツに近づいています。

今、想えば、人生50年と思っていた時代は必

死で生きてきましたが、今は人生80年から100

年と言われております。そうすると、すでに人

生50年から16年も経っていて、残りは14年から

34年です。健康寿命は10年から20年かと思いま

すが、今のところ悔いは全くありません。



本日のプログラム

7月26日(木) 第 896 回

「新入会員卓話」
長神 憲一 会員

幹事報告

そこで道草をしている間に少し立ち止まって、

これからの事等を暇つぶしにと考えてみまし

た。

取りあえず、自分の為と子供の為に仕事の手

伝いは75歳までは出来るかな？と思いました。

ただ工事等、身体を働かす仕事は70までかと思

っています。ゴルフは周りの方々を見ています

と85歳まではやりたいなと思っておりますが、

車の運転がいつまで出来るか不安です。取引先

との総会旅行やゴルフもここ何年も行っていな

かったのですが、先日久しぶりに参加してみま

した。これも人生の時間つぶしには、結構よい

ものですね。

不安もあります。妻が動けなくなったら・・

・、私が動けなくなったら・・・、どうするの

か。今は一切考えたくはありませんが、必ず私

が妻の身に降りかかることですよね。諸先輩方

はいかに考えておられますか。

人生を楽しむ為には、旅行も大切な一つのツ

ールかとも思い、8月4日～5日に妻と一緒に京

都と大阪の息子の所に行く予定を組んでみまし

た。

まずは大阪の次男のところに寄って孫の顔を

見て、夕食を一緒に楽しもうか思います。京都

で一泊した翌日、二尊寺の近くの長神町がどん

な所か見に寄ります。お昼から思文閣に寄り、

奥芝さんの娘さんのご主人スイス在住、油彩画

家コンラッド・ヨン・ゴードリの－闇があるか

ら光を知る‐の個展に寄ってみようかと思って

おります。本当ならば7月22日の弾寺建仁寺塔

頭 両足院の特別展観に寄ってみればよかった

と思うのですが、少し予定が合わなかったの

で、最終日の8月5日の寄る事にしました。その

後は、最近よくテレビドラマに出てくる天台宗

青蓮院門跡 将軍塚青龍殿の大舞台と国宝青不

動明王に庭園を観に行ってみたいと思います。

先月は娘の家族と出雲の温泉と島根ワイナリ

ーに行って来ました。孫達とお風呂に入り、翌

日は美味しいそばを食べ、ゲゲゲの鬼太郎の水

木しげるロードも見て来ました。

お盆には娘の家族、長男の家族を連れて大阪

に行き、大阪に住んでいる次男家族も一緒に、

孫5人を連れて、ユニバーサル・スタジオ・ジ

ャパンへ遊びに行こうと思っています。

なかなか今まででは考えられなかった事で

す。ただ、今でないと出来ない事だと思ってい

ます。人生たかだか、死ぬまでの道草です。道

草は素敵で、楽しく、くいなく、有意義にと思

っています。

昔から人生はなるようにしかならないと思って

いました。特にここ一年で思いが強くなりまし

た。若い時はなせば成る、思えば叶うと思って

生きてきましたが、今は本当にいかに努力して

も、常識ではこうなのに・・・と考えても、ダ

メな時にはダメになり、なるようにしかならな

いのが、人の世だと思うようになりました。

ロータリーも含めあと20年、人生の糧とし

て、道草をワクワク・ドキドキ・ウキウキしな

がら楽しんで行きたいと思っています。

谷さんをはじめ諸先輩方々、先導を宜しくお

願い致します。

長い時間、ご拝聴ありがとうございました。

ロータリー生活、楽しみたいと思いますので、

宜しくお願い致します。

１.ＢＯＸ配布物

・休会のご案内を配布しております。

(8月16日)

・2017-18年度臨時理事役員会議事録を配布し

ております。

・2018-19年度の在広ロータリークラブ会員名

簿を配布しております。

・夏の家族会ご出席の方へ当日の入場チケット

を配布しておりますので枚数をご確認いただ

き、当日お忘れなくお持ち下さい。

・地区大会本登録のご案内とプログラムを配布

しております。ご出欠の回答は、回覧にてお

願い致します。



２.例会変更

・広島東ＲＣ 「夜間例会・夏の家族会」

と き：8月22日（水）18：30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島4階「悠久」

３.休会

・8月13日(月) 広島東南RC・広島中央RC・広

島廿日市RC

・8月14日(火) 広島RC・広島西南RC・広島安

芸RC

・8月15日(水) 広島東RC・広島陵北RC

・8月16日(木) 広島西RC・広島北RC

・8月17日(金) 広島城南RC

ニコニコ箱

￥16,000 累計￥64,000
会員記念日（7月）
☆誕生日おめでとうございます。

・山本 拓治会員（S41.07.10）

☆小川 嘉彦様（広島陵北RC）

長神さん、お帰りなさい。来年度はあなたが

会長時に幹事をされた道垣内さんが会長をさ

れるので副幹事として支えようとの考えです

か？それとも25周年で3回目の会長をしよう

と？

☆石丸 博昭会員

メーキャップ、お越しいただきありがとうご

ざいます。7月より新年度、早くも1ヶ月経過

です。よろしくお願い致します。

☆奥芝 隆会員

長神さん、本日はよろしく。どんな卓話かわ

かりませんが、楽しみにしております。

☆岡本 忠文会員

お客様ようこそいらっしゃいました。さて、

長神会員再入会心待ちにしておりました。本

日は是非“気さくな”お話、期待しておりま

す。これからのご活躍を祈念しております。

出席報告 第894回 7月5日
会員数 22名 出 席 率 90.91％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 1名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名

崇徳学園ＩＡＣ募金

7月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 5,000円

総合計 5,000円



「広島安佐ロータリークラブ創立20周年の

思い出、そしてこれから・・・」

初代会長 佐藤 恭子

～10年ひと昔と言います。20年はふた昔。～

陵北RCの故二宮義人特別代表（広陵学園理事

長）が広島安佐RCの生みの親でいらっしゃいま

す。

当時のガバナーは広島東南RCの仁田一也様。分

区代理（現ガバナー補佐）は元広島南RCの川妻

二郎パストガバナー。代表幹事は錦織亮雄様で

した。

時は世紀末、1999年！21世紀への大転換期！

波乱の幕開け！

ジェイムズ･L･レイシーRI会長のテーマは“ロー

タリーの夢を追い続けよう”

当時、父の友人でもあった二宮先生から、初

代会長就任への打診がありましたが、母の看

病、エリザベト音楽大学勤務もあり、丁重にお

断りしておりました。母が逝去した翌朝9時、

「二宮じゃが。」「昨晩9時、母が亡くなりまし

た。」「あ、すんまっせん。そりゃ悪かった・

・・。すんまっせん。」プツリ。

しばらく日をおいて「貴方の名前はアメリカの

本部に提出済み。もはや絶対に変更不可能。引

き受けるしかない。」「エッ・・・・・。」

「幹事は青木幹丸君。お寺さん！彼に任せて、

アネさんは座っとりゃええんよ！」

「エッ・・・・・。」

初代とは言え、義を感じてロータリークラブを

立ち上げたわけではございません。似通った事

情のロータリーの事を知らないもの同士が23名

（女性は5名）。一体これからどうなることか・

・・。スポンサークラブ広島陵北RCの皆様の絶

大なるご支援でやっとたどり着いた1999年6月の

『国際ロータリー加盟への認証伝達式』。秋葉

忠利広島市長をはじめ、パストガバナー等多数

の御来賓、在広RCの方々にお越しいただきまし

た。（総勢400名?！）今も有り難く思っており

ます。

ポーランド国立クラクフ交響楽団がモーツァ

ルトの交響曲第40番を演奏。演奏料250万円を50

万円に値切って♪

おみやげはかわいいミニハーモニカ♪「今でも

持っとるよ」の声も。

女性の初代会長は珍しく全国でも2番目、新し

い風を吹かせたと好評でした。

青木幹丸会員・八條範彦会員・谷勝美会員・浮

田収会員が20年続いているチャーターメンバー

です。会員同士の様子が次第にわかってまいり

ますと、驚くばかりの個性的な面々。気のいい

人たちで、なんとか例会を進めていきました。

全在広RCへのお礼参り！も皆様が温かく励まし

て下さったのが身にしみております。

例会でお客様をお迎えする際の楽器演奏歓迎が

大変な評判を呼んでいました。「日本全国どこ

にもないぞ。」と。

広島安佐RC主催のチャリティーコンサートをエ

リザベト音楽大学で行い、在広RCの方々も多数

お運びいただき立見席も出る満席。1999－2000

年度の故土屋直裕ガバナーからは巨大な生花の

花輪をいただきました。嬉しかったですね。

物故会員もいらっしゃいます。会長になられて

ひと月で突然お亡くなりになった、下髙昭英会

長の「いいですね、先生。やりましょう。やり

ましょう。」の元気な声と実行力は忘れられま

せん。途方に暮れましたが、谷勝美会員が会長

を引き継いでくださいました。なお、下髙さん

のご家族は、家族会とクリスマス会に現在も出

席して下さっています。

会長交代劇はあとひとつ。石井みどり会員が

参議院議員となられ、奥芝隆会員が会長を引き

継いでくださり、事なきを得ました。あと、議

員と言えば森本真治参議院議員、八條範彦市議

会議員と続き、3名も議員を輩出！

韓国のナザレ園に10年間援助を続けました。様

子を見るため、会員で訪問したことは楽しい思

い出となっております。忙しい浮田収会員が上

下白のスーツでビシッと決めて参加して下さい

ました♪♪♪

第2520地区 北上和賀RCとの友好クラブ提携で

友人が増えています。

20年前、ロータリーのことを何も知らない、ゼ

ロ出発の23名から始まった広島安佐RC。20周年

の現在、奇しくもロータリー歴1年～5年の会長

・幹事・副幹事が揃いました。若い力のこれか

らが本当に楽しみです。相変わらずの個性的な

面々ぞろいなのであります。

国際ロータリーも変化しつつあります。「ポ

リオのない世界」を目指すことに関われたこと

を幸せに思います。広島安佐ロータリークラブ

がどう変化していくのか、いかに世界と結びつ

いていくのか、大いに期待したいところです。

20周年記念チャーターメンバーエッセイ




